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水の超過需要時代が続く中で、世界中の企業が
水関連市場に参入している。本誌 6 月号掲載の前
編では、新興国などの企業の競争力の向上とプレ
ゼンスの増大を指摘し、その理由として、多国籍
企業のグローバル戦略の変化と政府の輸出支援を
挙げた。

後編となる本号では、競争力が向上している水
関連企業をバックアップしている世界各国の水関
連産業政策、特にスペイン、シンガポール、韓国
のそれを解説する。その後、内外の市場環境が変
化する中で、日本の水関連企業がとるべき方策と
政府の役割について論じることとしたい。

構 成
　1．内外での水ビジネスの進展

　2．向上する新興国の水関連産業競争力

以上、6 月号

以下、本号
　3． 水関連企業の成長を促した海外の産業政策
　　　 スペイン / シンガポール / 韓国
　4．岐路に立つ日本企業
　　 （1） 短期的課題：低価格化と新興国企業と

の提携
　　 （2） 中長期的課題：「和製水メジャー」育

成による産業活性化と雇用創出

水は産業活性化の起爆剤となるか（後編）
—日本の水関連産業の競争力と「和製水メジャー」—

Point
❶    水関連産業政策を実施し地場企業の成長を促してきた国として、スペイン、シンガポール、韓国な

どが挙げられる。いずれも海外先進企業との連携に重点を置くオープンな地場企業育成策をとって
いる点が特徴である。

❷    水関連素材・機器分野の日本企業は他の先進国企業と比較すると健闘しているが、今後も更なる
コスト削減と低価格化を追求しなければならない。また、水市場の 9 割を占める水道事業に何ら
かの形で進出すべきであり、新興国企業との提携がカギを握る。

❸    長い目で見た場合、水循環事業を営む「和製水メジャー」の誕生が望まれる。ただし「和製水メ
ジャー」はこれまでの水道事業の高コスト構造を打破しない限り、国際競争力を持ち得ない。

❹    政府は、オープンなスタイルで水関連産業の活性化に取り組むべきである。また役割として実証実
験や官民連携の支援だけでなく、積極的なトップセールス、水ビジネスとリンクした公的援助、上
下水道行政のワンストップサービスの実現が望まれる。
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3．	水関連企業の成長を促した海外の産業政策
前編で触れた新興国などの企業の競争力向上の

理由として、政府による積極的な輸出支援策の実
施が挙げられる。実際、輸出支援のみならず、水
に関する産業政策を実施している国が近年増えて
いる。欧州ではオランダ、スペイン、ドイツ、ア
ジアではシンガポール、韓国、中国、オーストラ
リアが積極的に水関連産業の振興に取り組んでい
ると指摘されている。

以下では、各国の具体的な水関連産業支援策を
見ていくこととするが、なかでも、水関連企業の
伸長が著しいスペイン、シンガポール、韓国での
取り組みを取り上げて解説したい（図表 1）。

いずれの国についても共通していることは、本
腰を入れ始めたのは最近のことであって、また、
その内容も水関連製品・部品の完全国産化が最終
目的ではないことだ。水関連産業の特定の技術領
域や事業領域に対して政策支援を実施しているが、
それ以外の領域について外国の政府や企業との連
携を前提にしている。つまり、オープンスタイル
での自国水関連企業の育成を志向しているのだ。

スペイン：水の国家プロジェクト「A.G.U.A.」	
計画によりプラントメーカーが成長

スペインは 1964 年に欧州初の海水淡水化プラ
ントをカナリア諸島に建設するなど造水に積極的

な国であるが、水関連産業の育成支援に積極的に
なったのは 2000 年代に入ってからである。

スペイン国土の南部、特に地中海沿岸は乾燥し
ていて干ばつの被害を受けやすい地域であり、飲
料水など生活用水や農業用水の確保が重要な問題
であった。2004 年に生まれたサパテロ政権は、水
供給に関する総額 38 億ユーロの大規模国家プロ
ジェクト「A.G.U.A.」計画を発表し、北部から水
を輸送するのではなく、海水淡水化プラント 21
基を地中海沿岸に建設し、そこから水を確保する
ことにしたのである。また同プロジェクトは、造
水を支える水関連技術の研究開発に対して資金支
援も行っている。

このような国家プロジェクトに対し、スペイン
のプラントメーカーがこぞって参加し、ノウハウ
の蓄積と競争力の改善に成功しており、現在では
資本財輸出組合 SERCOBE などの支援を得て、ア
ルジェリアやインドなど海外への進出も盛んに
なっている。また、部品についても、ろ過膜は日
米からの輸入に依存しているものの、それ以外の
バルブやポンプなど関連部品を製造する企業も
育ってきている。その結果、スペインの水関連市
場は 2000 年（27 億ユーロ）から 2007 年にかけ
て 2 倍を上回る勢いで拡大し、56 億ユーロにまで
成長した。

図表 1　新興国などの水関連産業政策
構想、プロジェクト 開始時点 予算 特徴 代表的企業

スペイン A.G.U.A. Program 2005 ・（プロジェクト総額で）
38 億ユーロ

・ 海水淡水化プラントを地中海 
沿岸に建設

・研究開発支援も

Acciona、
Befesa、
Inima など

シンガポール Global Hydro Hub 2006

・年間予算を 2015 年まで
に 17 億 S$ まで増額

・2007 ～ 11 年で 3.3 億
S$ の研究開発支援

・ 2015 年までに世界市場の 
3％シェアを獲得

・海外先進企業を誘致
・ 国内に造水プラントや実証実験 

施設を建設

Hyflux、
Keppel、 
Semb Corp 
など

韓国 SEAHERO 2006 ・（プロジェクト総額で）
1,600 億ウォン

・ 海水淡水化用逆浸透膜など 
4 分野のコア技術の研究開発支援

・実証実験施設を釜山に設置

Doosan
など

 出所：各国政府資料や報道資料などを元に作成
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また、スペインは、次世代造水プラントの研究
開発も積極的である。カナリア諸島にあるカナリ
ア諸島技術研究所では、太陽光や風力などの再生
エネルギーによる海水淡水化の実証実験を行って
おり世界的に注目されている。

シンガポール：2015年までに世界的な水の	
産業集積「Global	Hydro	Hub」の構築へ

シンガポールは水関連産業の育成について最も
積極的に取り組んでいる国の一つである。都市国
家であるシンガポールは国土の狭さから資源につ
いて関心を持っており、特に水資源については、
マレーシアから水道水を輸入していたこともあっ
て、水源の安定的確保は重要な命題であった。そ
こで政府は 2001 年にシンガポール公共事業庁

（PUB）を設立し、同庁に上下水道の一元管理を
行わせながら、水源の確保と水関連産業の育成の
ための政策を実施させている（図表 2）。

水源の確保については、Water For All を唱え
て、4 つの供給戦略を発表している。具体的には、

①水輸入を全供給量の一割程度に抑える一方で、
②貯水池や雨水集水域を国土の 3 分の 2 まで拡大
し、さらに、③下水を高度処理して再び水源とし
て使用する NEWater プロジェクトや④海外淡水
化事業を推進しており、2010 年以降には水自給率
90% を達成する目標を掲げている。また、水の需
要側についてもシンガポール国民に節水や水との
共生に関する意識を高めるような政策が実施され
ている。

水関連産業の育成については、2015 年までに産
業集積 Global Hydro Hub を形成して世界の水市場
の 3％を占めることを目指すとしている。そのた
めに、政府間でも水関連国際協力について合意を
取り付けたほかに、税制優遇や研究開発助成によ
る外国の水関連企業の国内誘致を積極的に行って
きた。また、2004 年には産官学協働施設のウォー
ターハブを設置している。この結果、世界から 70
社の水関連企業がシンガポールに拠点を置き、シ
ンガポールの研究機関等に研究室を設置したり共
同研究を行ったりしている。また、水関連の人材

図表 2　シンガポール公共事業庁（PUB）の組織図

Policy & Planning
企画局

BOARD
Chairman

Chief Executive

Best Sourcing
ベストソーシング局

Finance
財政局 

Catchment & Waterways
集水・水路局

3P Network
住民・官民連携局

Water Supply (Plants)
水供給（施設）

Human Resources
人事局

Internal Audit Office
内部監査局

Water Supply (Network)
水供給（ネットワーク）

Water Reclamation (Plants)
水再生局（施設）

Water Reclamation (Network)
水再生局（ネットワーク）

Corporate Development
企業開発局

INFOCOMM
情報通信局

Industry Development
産業開発局

Technology & Water Quality
office

技術・水質局

 出所：シンガポール公共事業庁（PUB）ホームページ
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育成や国際会議の開催にも積極的で 09 年の「シン
ガポール国際水週間（SIWW）」では、世界 82 カ国、
1 万人の水関係者がシンガポールに集まった。

このようにして集まってきた水関連技術をシン
ガポール企業が吸収することで競争力の向上に努
めている。また、政府も海水淡水化プラントや
NEWater プラントの建設を自国企業に請け負わせ
て事業経験を蓄積させると同時に、国際的な造水
事業の入札資格を取得させている。その結果、国
際的に通用するシンガポールの水関連企業が育っ
ており、ハイフラックス社はその代表的な企業で
ある。同社は現在、国内だけでなく中国や中東・
アフリカなどで積極的に事業展開し、2008 年 4 月
にアルジェリアで世界最大級の海水淡水化プラン
トの受注に成功している。

韓国：海水淡水化の研究開発プロジェクト	
「SEAHERO」に国費投入

韓国政府は、2000 年代に入って膜技術の研究開
発支援を行っており、2006 年には海水淡水化に関
連する研究開発プロジェクト「SEAHERO」を立
ち上げている。
「SEAHERO」は、具体的には 4 分野のコア技

術、①膜やエネルギー回収などのプラットフォー
ム技術、②膜やポンプなどの国産化、③プラント
のコスト削減やデザインの標準化、④水道の運営
維持に関する技術、について、大規模化、省エネ
ルギー、低ファウリングの観点から研究開発を行
うとしている。「SEAHERO」の対象期間と投入金
額は 5 年 8 カ月、1,600 億ウォンとなっており、
海外 4 大学を含む 25 大学、6 研究機関、Doosan な
どの水関連企業 28 社が同プロジェクトに参加し
ている。

このような動きを踏まえて、政府は 2007 年 7
月に「水産業育成 5 カ年細部推進計画」を発表し、
2015 年までに国内水関連産業の規模を 2 倍に拡大
し、世界の水関連企業 TOP10 に 2 社ランクイン
させるとしており、研究開発減税などを実施して
いる。

事実、造水プラント建設で韓国企業の躍進が目
立っている。特に、Doosan は蒸発法による海水淡
水化プラント建設では 41% の世界市場シェアを獲
得しており、造水プラントトップメーカーにまで
上り詰めた。Doosan は参入当初において当時競争
力の高い日本企業から学ぶと同時に、プラントの
大型化を図ることでコストを引き下げることに成
功し、受注の拡大につながった。ただし、2009 年
の同社の水事業の決算を見ると、他の水関連企業
と違って営業赤字を計上しており、採算度外視の
受注獲得に走っている恐れもある。

4. 岐路に立つ日本企業
（1）短期的課題：低価格化と新興国企業との提携

健闘する日本の水関連企業

日本勢はろ過膜やポンプなど素材・機器の供給
において高いシェアを有し、競争力を持つ。だが、
近年、同市場には新興国などの企業が参入して競
争が激化していると言われている。例えば、ろ過
膜の中でも、精密ろ過膜（MF）や限外ろ過膜（UF）
については、膜の加工技術さえあれば生産できる
こともあって中国や韓国の企業が多数参入し、安
価なろ過膜を生産している。

事実、世界の輸出統計を見ると、日本企業も新
興国などの企業の挑戦を受けて、欧米同様に輸出
シェアを落としている。しかし、自国通貨換算で
2000 年〜 08 年までの輸出額の伸び率を計算する
と、①ろ過膜モジュールなど水のろ過及び浄化機
器では 81.9%、②遠心ポンプでは 118% と、他の先
進国（それぞれ 36.4%、71.7%）と比較すると、高
いことが分かる。その理由として、①については、
高度な輸出品の単価を欧米勢よりも引き下げたこ
とでコスト競争力を保ったことが大きく影響して
いると考えられる。②については、主な輸出先が
中国や中東・北アフリカなど需要拡大が顕著な地
域であったことが寄与していよう。総じて日本企
業は先進国企業の中では健闘していると言ってよ
い。

水は産業活性化の起爆剤となるか（後編）
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今後も低価格化を追求

一方、新興国などの企業との激しい競争は今後も
続く1。特に、新興国などの企業が水関連素材・機
器生産を拡大した結果、低価格化に拍車がかかる
ものと見られる。このような低価格化について、
水道事業の民営化の進展も影響している。水道事
業の民営化の結果、素材・機器納入の決定権者が、
これまでのプラントメーカーから設計、建設から
運転管理・維持までを地方自治体から請け負う事
業運営者に変わっている。彼らは、料金収入に合
わせた事業運営やコスト削減の観点を重視し、素
材・機器の調達を安価に抑える傾向にある。また、
排水処理に使われる MBR などろ過膜では欧州を
中心に国際標準化の動きも出てきており、仮に標
準化が進めば大量生産が可能となることで更なる
価格の低下が進むだろう。

日本企業は逆浸透膜など高い技術をバックにし
た水関連製品や部品を数多く持ち、高度化に向け
ての研究開発も盛んである。しかし、需要が高ま
る素材・機器分野で競争力を維持するには、むし
ろ生産の大規模化や生産拠点の海外への分散・シ
フトなどでコスト削減を図り低価格化を実現せね
ばならない。

同時に、低価格化を前提に、大量普及が高収益
をもたらすように仕組みたいところだ。例えば、
日本の技術を刷り込んだ造水プラントを新興国な
どの企業に製造・販売させるようなプラットフォー
ムビジネスも一考に値する。

また、政府も世界で産業政策が実施される中
で、自国水関連企業への側面支援が欠かせない。
例えば大規模な造水プラントの実証実験を支援す
るなど企業がコスト削減を行うための研究開発を
推進しなければならないだろう。

新興国などの企業と提携して水需要の取り込みも

確かに、素材・機器分野では日本勢が強い。し
かし、世界の水ビジネス全体における同分野の
シェアはかなり限られていることを認識しなけれ
ばならない。産業競争力懇談会は 2025 年の世界
の水処理事業の市場見通し 100 兆円の中で、素
材・機器市場はその 1% の 1 兆円程度を占めるに
過ぎないと見ている。やはり世界の水市場の 9 割
を占める水道事業に何らかの形で進出する必要が
あろう。

当然ながら、日本勢にはビジネスベースに乗る
水道事業の運転管理・維持業務の経験が不足して
おり、日本企業単独で水関連事業を海外で展開す
ることは不可能である。アライアンスから M&A
までどのような事業形態をとるにせよ、ひとまず
同事業の経験豊富な外国の企業と提携し、運営経
験を積む必要がある。

その際、「水メジャー」だけでなく、新興国など
の企業との提携を考慮すべきではないだろうか。
水道事業は「地産地消型ビジネス」と呼ばれるほ
ど地域性の強い事業であり、提携により対象国の

図表 3　民間企業による世界の給水人口の推移
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 出所 ：Pinsent Masons Water Yearbook 2009-10

1   確かに、このような競争の激化は、先進国企業の生産拠点の途上国への分散・シフトという意図的にもたらされたもので、問題
ではないとの見方もある。確かに、先進国生産拠点とのすみ分けをうまく行っている企業については全体として収益拡大に成功
していよう。しかし、当地での生産活動を通じて現地企業への技術移転は着実に進む。現地政府の企業支援も相まって新興国な
どの企業の競争力は向上し、長い目で見れば、先進国の企業活動に影響を与えると考えられる。
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水需要の増大を取り込むことが可能となる。また
近年、新興国などの企業の技術力や営業力も向上
してきている。世界の水道市場の企業シェアを見
ると、近年「水メジャー」のシェアは低下しており、
代わって新興国などの企業が台頭してきている（図
表 3）ことも提携先としての有望性を示す。

新興国などの企業との提携については、既にモ
デルケースも存在する、1997 年に三菱商事が地場
企業と組んで設立したマニラウォーターは水道民
営化における成功事例として高く評価されてい
る。また、三井物産のメキシコ・アトラテック社
や丸紅のチリ・デシマ社のように中南米などで上
下水道事業を営む現地企業を買収する動きも出て
きている。最近では、エンジニアリング会社の日
揮がシンガポールのハイフラックス社と組んで天
津で海水淡水化事業を運営する会社を設立してお
り、日立プラントテクノロジーもモルディブの上
下水運営会社の株式 20% を取得する。どちらも水
道事業の運営ノウハウの吸収・蓄積が狙いである。

日本企業は、世界で増大する水需要を海外企業
に負けずに取り込むために、オールジャパンにこ
だわるのでなく、有力な新興国などの企業との提
携を真剣に考える時期が来ているのではないだろ
うか。

（2）	中長期的課題：「和製水メジャー」育成に	
よる産業活性化と雇用創出

長い目で見て「和製水メジャー」の育成も必要

短期的には、日本企業は国境を越えた企業間連
携で世界の水関連事業に取り組むべきとの結論だ
が、筆者は、より長い目で見た場合、日本の水関
連産業の活性化と雇用創出のために、上下水道を
営む水循環事業を営む企業グループ、いわゆる「和
製水メジャー」グループを官民連携で育成するこ
とが重要と考える。

「和製水メジャー」グループの育成に取り組むべ
き理由を対外的な事情と国内的な事情とに分けて
論じたい。

対外的な事情として 3 点ある。1 点目は、民間
企業が有する水関連技術はもちろんのこと、日本
の水道局が保有する水道事業の運営ノウハウや漏
水防止などの技術の高さは世界で通用すると見ら
れており、水メジャーなど海外の水関連企業に対
抗する武器になることだ。

実際、カンボジアのプノンペン市の水道事業
で、北九州市や大阪府の水道局の職員を派遣して
技術提供や人材育成を行ったところ、同市の水道
普及率が 1993 年の 25% から 2006 年の 90% に、
漏水率が 72% から 8% に劇的に改善し、24 時間給
水を実現させている。この「プノンペンの奇跡」
には、日本の水道局が持つ、水質の分析という化
学的な要素、機械や電気の制御という機械工学的
な要素、そして浄水場の管理という土木工学的な
要素を統合管理できる水道技術管理者のノウハウ
が大きかった。

民間企業や水道局が、人材育成を含めたこれら
のノウハウに水関連要素技術を組み合わせて一つ
のシステムとして海外で事業展開を行うことがで
きれば、「水メジャー」などとも対抗することがで
きるだろう 2。

2 点目は、素材・機器やプラントなどの水関連
企業の競争力向上に役立つことである。このこと
は同じインフラ産業である鉄道の事例からもうか
がえる。鉄道車両メーカーである日立製作所は、
2000 年以降、鉄道の発祥の地である英国への進出
に執念を燃やしたものの、車両のメンテナンス技
術を保有していないために独シーメンス社、仏ア
ルストム社、加ボンバルディア社のビッグスリー
に苦杯をなめさせられていた。そこで、鉄道全体
のシステム技術やノウハウを保有する JR 東日本
グループの協力を得て車両メンテナンス技術の実

2   人材育成からボトムアップで水道事業の運営能力を高めていくことが水道事業の成否にかかわっている。実際、成功したと言わ
れるフィリピン・マニラウォーターの水道事業も現場レベルの社員教育に力を注いでいる。なお、マニラウォーターについては、

『経営センサー』2009 年 9 月号の小職レポートでも詳しく説明している。
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証に力を入れた結果、2004 年ついにドーバー海峡
トンネル連絡線向け高速鉄道車両の受注に成功し
たのである 3。このようにシステム全体の技術や
ノウハウを保有する企業の存在は、関連産業に大
きな便益をもたらすことから、「和製水メジャー」
が誕生すれば、水関連産業の競争力向上に大きく
寄与すると考えられる。

3 点目には、日本は再生エネルギーや資源リサ
イクルなど環境に優しい技術を抱えているが、こ
れらを水道事業に応用して海外展開の武器として
使うためには、国内で事業展開を行う「和製水メ
ジャー」の方が最適と考えられる点である。太陽
光発電や下水汚泥の燃料化など日本は環境に優し
い技術を多く抱えているが、これらを既存の水道
事業に応用するには更なる研究開発と実証実験が
必要である。その場合、国内に事業拠点を持つ「和
製水メジャー」の方が同技術を持つ企業や研究所
に近く、事業化しやすいのではないだろうか。実
際、国内で海水淡水化などの造水プラント建設・
運営などの経験を積み、その後、海外に事業展開
した方がうまくいくことはスペインやシンガポー
ルの企業事例からも明らかである。

国内の更新投資や技術伝承の担い手としての	

「和製水メジャー」

一方、国内的な事情として、次の 3 点の課題に
取り組むためには「和製水メジャー」グループの
存在が理想的なことだ。1 点目は、老朽化した水
道施設を更新する担い手が必要なことである。上
下水道合わせて 117 兆円のストックが存在してお
り、今後更新投資を必要とするものの、料金収入
は 4.3 兆円程度にすぎず、更新投資のための補助
金も地方自治体の財政難を考慮すると当てにでき
ない。民間からも資金を投入して更新投資と事業
運営を行う「和製水メジャー」が誕生すれば、こ
れらの課題を解決する可能性が高まる。

2 点目は、水道事業を支える職員が高齢化して
いて大量退職を控えており、技能継承の受け手が
必要なことである。水道統計平成 17 年版では、
水道事業体の職員の 42% が 50 歳以上となってお
り、早晩彼らが現場から消えてしまうことが目に
見えている。彼らからの技能継承を円滑に進める
ためにも、技能継承の受け手としての「和製水メ
ジャー」が不可欠である。

3 点目に、全国の水道局の運営の効率化を図る
には、その 7 割を占める給水人口 5 万人以下の小
規模の水道局の事業広域化を推進する必要があ
る。その際、「和製水メジャー」がその受け皿とし

（1）ヴェオリア・ウォーター （2）スエズ・エンバイロンメント
図表 4　ヴェオリア・ウォーターとスエズ・エンバイロンメントの地域別売上（2009 年）
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（注）スエズ・エンバイロンメントは廃棄物事業も含む
 出所 ：両社ホームページ

3   片山修『鉄道はなぜ輸出産業になったか』PHP 研究所「VOICE」平成 21 年 11 月号（2009）
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て機能すれば、経営ノウハウを活用して同事業の
広域化とコスト削減を実現する可能性が高い。

海外展開には国内基盤を固めることも重要

対外的な事情は当然のことだが、国内的な事情
も併せて「和製水メジャー」グループの育成を論じ
るのは違和感があるかもしれない。だが、海外の

「水メジャー」の新興国での活発な事業展開は、国
内での強力な経営基盤に基づいていることを知る
必要がある。ヴェオリアは欧州で 7 割以上、なか
でもフランスで 4 割以上、売上を稼いでおり、スエ
ズも同様の収益構造を持つ（図表 4）。「和製水メ
ジャー」も積極的な海外展開を図るために国内基盤
を固めねばならないのである。そのためには、地方
自治体が水道事業の発注を分割方式から性能方式
へとシフトするなどして民間への開放を一層進めな
ければならず、政府もこれを支援する必要がある。

「和製水メジャー」の課題は高コスト構造の打破

その場合の「和製水メジャー」の中心的な役割
を果たすプレーヤーは、水道事業の運営ノウハウ
を持つジャパンウォーターのような民間の水道会
社のほか、大都市の水道局 4 になるだろう 5。ま
た、「和製水メジャー」が海外で事業展開すること
を考慮すると、構成するグループ企業すべてが日
本企業である必要性はない。例えば三菱商事が出
資するマニラウォーターも「和製水メジャー」と
なりうる 6。このことは以下に述べる高コスト構
造を打破する点からも重要である。

内外を見据えて水道事業を行う「和製水メジャー」
グループを立ち上げた場合、組織再編、次世代技
術開発、インフラ事業とリスク管理手法の確立、そ
して人材育成まで様々な課題があるが、まず同社が
国際競争力を持つために取り組まなければならない

ことは同事業の高コスト構造を改革することだ。
これまで国内の水道事業は安全安心を最優先事項

として、コストは二の次であった。一方、海外の水
需要について、安全性が高く品質の良好な水を求め
ているわけではない。したがって民間の手法を導入
してこれまでの高く付いた事業構造を改革し、補助
金や ODA に依存しない事業展開を行う必要がある。

そのために、漏水や盗水を減らして料金徴収率
を高めるだけでなく、新興国などの企業との提携
や素材・機器等の現地化を実施しなければならな
いだろう。つまり、人材や素材・機器などすべて
日本製にこだわらなくてもよいことを強調した
い。このことは水メジャーの事例だけでなく、政
策支援で競争力のある水関連企業の育成に成功し
ている国の事例からも明らかであろう。

政府には、トップセールス、公的援助とのリンク、	

ワンストップサービスも期待

水ビジネスのようなインフラ事業は金融機関や政
府の協力が欠かせない。日本企業が水ビジネスで安
定した収益を確保するには長期的に取り組む必要
があるものの金融や財務面で不安が残る。さらに、
現地の政府や地方自治体の契約不履行、現地通貨
の変動など民間企業では引き受けられない特有のリ
スクも存在する。こういったリスクについても官民
で分担する仕組みを作り上げる必要があり、国際協
力銀行や貿易保険などの活用が不可欠となる。イン
フラなどの長期資金の供給は国際協力銀行など日
本の金融機関が得意とするところであり、これらの
機関の活用は日本の水ビジネスの海外展開に向けて
欠かせない。できれば、環境配慮や省水など日本
が得意とする技術を組み込んだ水ビジネスに低利
で融資する仕組みが欲しいところである。

次に政府には、水道技術の移転や運営リスクの

4   実際、北九州市、大阪市、川崎市では水道技術を活用した海外での日本企業支援に動いており、東京都や横浜市は第三セクター
や新会社を活用することで自ら水ビジネスに取り組む姿勢を示している。

5   企業と地方自治体の連携の具体的な類型については、2010 年 4 月に発表された経済産業省 水ビジネス国際展開研究会「水ビジ
ネスの国際展開に向けた課題と具体的方策」にまとめられている。

6   三菱商事とマニラウォーターはインドや豪州での水道事業を手掛けることを表明している。豪州の場合、日揮と産業革新機構も
出資することとなった。

水は産業活性化の起爆剤となるか（後編）
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分担を官民連携でうまく進める役割だけでなく、
さらに、以下 3 点も期待したい。

まず 1 点目は、大規模な事業案件については首
相・大臣レベルのトップセールスを始めとする政
府間交渉を外国に負けず繰り広げる必要があるだ
ろう。その際、他のインフラ案件をパッケージす
るなど政府ならではの大所高所に立った交渉を期
待したい。ここで問題となるのは、例えば一つの
インフラプロジェクト案件に複数の日本企業グ
ループが応札している場合である。政府は特定の
企業にコミットすることはその中立的な立場から
難しい。政府からの支援を十分に得るためには、
水関連企業側も、企業の枠を超えた事業再編・統
合などの努力が必要ではないだろうか。

2 点目に、民間企業の活動とリンクした公的援助
の活用が考えられる。例えば、民間企業には経験
もなく採算性も低い海外の水道事業人材の育成を
日本の政府や地方自治体が積極的に手がけてくれ
れば、「和製水メジャー」など日本企業にとって海
外での水ビジネスが展開しやすくなるだろう。また
新興国での水道技術、特に下水道分野での標準作
りの支援にも公的援助が充てられてもよいだろう。

3 点目として、シンガポールの PUB のように水
を一元管理する行政の仕組みを作り上げ、水関連
企業へのワンストップサービスを実現しなければな
らない。特に、将来の水ビジネスを見据えた場合、
下水・排水の、飲料水や農業用水へのリサイクル
や上下水道施設の補修、更新などのアセットマネジ
メントなど上下水道の区分を超えたビジネスは有望
であり、そのためには上下水道の管理を一元化して
おく必要があろう。すぐに国レベルで一元化ができ
ないのであれば、国内で「水の特区」を設置して、
その中で上下水道の一元管理と水関連産業の活性
化を試行するといったやり方も考えられよう。
「和製水メジャー」グループが誕生すれば、日本

の世界における水市場シェアは大きく拡大するこ
ととなり、関連する日本企業の競争力強化と雇用
創出につながるだろう。日本は産学官挙げて「和
製水メジャー」育成に取り組むべきではないか。
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